
概 要
現在のコネクテッド・ビルは、ますますサイバー攻撃の影響を受けやすくなっている傾向が見られ、
入居者の安全が脅かされたり、 金銭的損害や風評的被害につながるリスクも否定できません。
サイバー攻撃にさらされやすくなっているこの状況は、HVAC（暖房、換気、空調）、照明、アクセス
制御、環境センサー、エレベーターなどの設備を含め、セキュリティー保護が十分ではない相互
接続システムの使用増加が原因とされています。 この状況をさらに複雑にしているのが、 PC や
スマートフォンで使用されるような信頼性の高いセキュリティー方式を実装できるほどの演算処
理性能が備わっていない、さまざまなベンダーから提供されているコントローラーやデバイスです。
ハッカーにとっては、そのようなセキュリティー保護されていないコネクテッド・デバイスは、どれ
ほど単純な仕組みであってもオープンバックドアとして恰好のターゲットであり、その結果、甚大
な損害につながってしまうこともあります。

Veridify の DOME* は、BACnet など既存のネットワーク・プロトコルでビル管理システムをエッ
ジまで保護することを目的に設計されたセキュリティー ・ソリューションです。 このシステムが提
供するのは、手動プロビジョニングにかかる時間を省き、人為的エラーを回避するゼロタッチの
オンボーディング、認証済みコントローラーのみがコマンドを発行できるよう徹底するブロック
チェーンの経路証明、インテルの高度なプログラマブル・ソリューションを活用して既存のシス
テムにセキュリティーを備えることができる、低コストな「Bump-In-The-Wire（BITW）」ツール
です。 DOME* プラットフォームは、シンプルでコスト効率の高い迅速なインフィールドのプロビ
ジョニング、ファームウェア更新、デバイス所有権の管理により、デバイスレベルでセキュリティー
を確保します。 DOME* プラットフォームは暗号俊敏性が高く、従来のセキュリティーと耐量子コン
ピューター ・レベルのセキュリティーのどちらにも対応し、ビル管理に必要なライフサイクル全体
にわたる長期的なセキュリティー保護により、所有者 / 管理者の投資資産を守ります。

ビジネス課題

デジタル・トランスフォーメーション

デジタル・テクノロジーによりビル管理の形態が大きく変わってきています。 センサーやアクチュ
エーターの運用技術（OT） を監視、制御、分析といった情報技術（IT） にネットワーク接続するこ
とで、リモート管理の自動化がますます進み、応答性、信頼性、効率性に優れた、快適なビル管理
を確立できるようになりました。 スマートビル・システムに新しく組み込まれるコンポーネントは、
システム内にあるほかのさまざまなデバイスと相互にやり取りする必要があり、また長期にわた
る機器のライフサイクル全体を通じて変化に適応できる将来性が必要です。 既存の資産を守ろ
うと努めているビルの所有者や管理者は、さらなる困難に直面することになります。 まだ何年も
使えるかもしれない既存システムの入れ替え費用を、どのようにしてテナントで起こり得るセキュ
リティー被害や賃料への影響を考慮して正当化することができるでしょうか？

このソリューション概要では、Veridify
とインテルの革新的なテクノロジーに
よってビル管理に関わるセキュリティー
の課題を解決する方法について説明し
ます。

組織内での職務に合わせて、 次の内容
を把握できます。

•  経営戦略： 
  安全を脅かす脅威、 運用中断のリス

ク、 ビルのオートメーション制御とそ
の管理対象の「スマート」デバイスが
サイバー攻撃によって被る莫大なコ
ストについて理解を深めることがで
きます。

• 技術戦略： 
  デバイスのサイズやオペレーティン

グ ・ システムを問わず、 安全で信頼
できる環境の構築に必要なセキュリ
ティーを備えて、 あらゆるデバイスを
ライフサイクル全体にわたって管理
する方法について確認できます。
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インテルの高度なプログラマブル・ソリューションを組み込んだ
Veridify の DOME* プラットフォームは、 新規および既存のビル・
オートメーション・システムにデバイスレベルでサイバー ・セキュ
リティーを保護し、 ライフサイクル全体にわたりコストを抑えたゼ
ロタッチの認証管理を実現します。
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サイバー ・セキュリティーの脅威

ハッカー予備軍は隙を突きやすい最も脆弱なリンクを常に狙ってい
ます。 スマートビル内のコネクテッドな IoT には、ビルの情報や重要な
ビル運用技術にアクセスできる可能性があるいくつもの侵入ポイント
が存在しているのも事実です。 それはつまり、 アクセス制御、 エレベー
ター、照明、電力などの物理システムが支配されて、接続されている IT
システム上で監視システムのデータにアクセスされ、コントロールされ
てしまう危険があるということです。 例えば、 CCTV カメラから銀行シ
ステムへの不正侵入、水槽の温度センサーからカジノへのハッキング、
ホテルや病院ではランサムウェアによりインフラストラクチャーが機
能不全に陥いるなど、スマートビルの IoT デバイスに侵入され、最大規
模の分散型サービス拒否（DDoS）攻撃に悪用されるケースがこれまで
にも発生しています。

ビルの所有者にとってセキュリティーを強化する価値は、今後起こり得
るセキュリティー侵害の可能性を排除し、被るコストや損害を回避する
ことにあります。

法的な規制

これまでになく増大する IoT セキュリティー脅威に直面し、世界各国の
政府は法制化を急ぎ、最低限の IoT デバイス・セキュリティー基準
を徹底しようとしています。

米国政府と英国政府では先ごろ新たな規制に向け法
案が提出されました。 英国では、 政府がサイバー ・ セ
キュリティー法に関する提案書を公開し、 2020
年 10 月に更新したばかりです。 米国では、 政府
機関が購入する IoT デバイスに適用されるセ
キ ュ リ テ ィ ー 基 準 を 追 加 す る 法 案 （S.734、
H.R.1668） を議会が提出しました。 このほか
にも、 次のような法律やガイダンスの制定が
世界各地で続いています。

•  カリフォルニア州の IoT セキュリティー法：
コネクテッド ・ デバイスのメーカーに合理
的なセキュリティー措置を取ることを義務
付け

•  サイバー ・ セキュリティーに関する EU の基
本方針（European Standard (EN) 303 645 
v2.1.1）

•  日本の電気通信事業法：IoT 機器のセキュリティー基準への適合を
含む

•  米国国立標準技術研究所（NIST）発行のレポート （ドラフト版）
「Recommendations for IoT Device Manufacturers: Foundational 
Activities and Core Device Cybersecurity Capability Baseline
（IoT 機器製造業者向けの基礎的サイバー ・ セキュリティー活動）」
（2020年1月）

•  その他のサイバー ・ セキュリティー標準（ISO 27001、 NIST 800-
53、IEC 62443 など）

また保険業界では、ビルの保険料算出に将来的なセキュリティー認定
を考慮して、セキュリティーが一定基準を満たす場合、掛金の引き下げ
が検討される可能性もあります。

ビル・セキュリティーへの影響

法制化への動きと、 これまでになく巧妙化し増大する脅威を考えても、
ビル管理におけるサイバー ・セキュリティーは、 ライフサイクル全体に
わたり更新と適応が不可欠です。 またサイバー ・セキュリティーには多
層防御が必要とされ、 ファイアウォールやデータの暗号化から個々の
IoT デバイスのセキュリティーまで、 複数のレイヤーからなる防御措置
が求められます。

現実的な問題も避けては通れません。 接続される非常に多くの IoT コン
ポーネントにセキュリティーを導入するプロセスは、それだけで法外な
費用がかかるケースもあり、場合によっては、デバイス自体の 2 倍のコ
ストが発生します。 既存システムに追加するとなると、エンドポイント・
デバイスには極めて小さなマイクロプロセッサーしか搭載されていな
いことも多く、楕円曲線暗号といった標準的なサイバー ・セキュリティー ・
アルゴリズムさえ適用できない場合があります。 さらに、 大半のデバイ
スにはユーザー ・インターフェイスすら備わっていないという点も問題
を複雑にしています。

包括的なセキュリティー ・ ソリューションでは、 攻撃対象となる最も
脆弱なリンクはコンポーネントのインストール前、 つまりサプライ

ソリューションのメリット

1.  セキュリティーの強化：ネットワークのエッジにある極めて
小さなデバイスにも対処できるツール

2.  導入のコストと時間の削減：容易に実装可能なソフトウェア・
ツールにより、 Internet of Things（IoT）ゲートウェイに接
続する既存のシステムや低リソースの新規デバイスのセキュ
リティーを保護

3.  高い拡張性：ゼロタッチのオンボーディング、 ライフサイク
ル全体にわたるブロックチェーンの経路証明、インフィール
ドでのプロビジョニングとファームウェア更新、クラウドへの
常時接続が不要なデバイスベースの所有権管理

https://www.gov.uk/government/publications/proposals-for-regulating-consumer-smart-product-cyber-security-call-for-views/proposals-for-regulating-consumer-smart-product-cyber-security-call-for-views#security-requirements
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/734?q=%7b%22search%22:%5b%22\%22internet+of+things\%22%22%5d%7d&s=5&r=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1668?q=%7b%22search%22:%5b%22\%22internet+of+things\%22%22%5d%7d&r=1&s=5
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB327
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/02.01.01_60/en_303645v020101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/02.01.01_60/en_303645v020101p.pdf
http://www.jate.or.jp/english/outline/cret.shtml
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259-draft2.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259-draft2.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259-draft2.pdf
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チェーン内に存在する可能性もあるという点も、忘れてはならないポ
イントです。 セキュリティーは、 システム内のデバイスのライフサイク
ル全体を対象とし、デバイスの製造、流通から、オンボーディング、プロ
ビジョニングを経て、廃棄に至るまでの全期間にわたり網羅する必要
があります。

ソリューションの価値
DOME* は、 ゼロタッチ・オンボーディングが可能な IoT 向けのセキュ
リティー ・ソリューションです。

DOME* はインフィールドでの所有権管理を実現します。 例えば、ブロッ
クチェーンの経路証明に基づくエンティティー間のセキュアな「所有
権の移譲」 により、 製造元メーカーから導入先まで所有権が安全かつ
確実に渡るため、サプライチェーン内にあるセキュリティー上の弱点を
補完することができます。

DOME* を導入すれば、デバイスをクラウドやネットワークに接続する
必要がありません。 デバイスをホストに接続し、 ホストがクラウドに接
続して所有権移譲機能を有効にするだけで設定は完了です。

セキュリティー専門のスタッフがフィールドでデバイスのセキュリ
ティー ・プロビジョニングを手動で行うと時間がかかってしまう一方で、
DOME* ならリモートから自動で実行できるため、 負担なく低コストで
迅速に作業をすることができ、間違いも起こりにくくなります。 また一度
オンボーディングしてしまえば、デバイスのセキュリティー管理はリモー
トで維持されます。

ほとんどの場合、 ビルのオーナーが期待するのは、 運用の中断を最小
限に抑えながら、まだ耐用年数が長く残っている既存インフラストラク
チャーのセキュリティーを強化することです。 DOME* のセキュリティー
は既存インフラの補強が可能で、極めて小さなマイクロプロセッサーに
も対応する超小型実装により、通常は既存のデバイス上に直接統合で
きます。 これができない場合は、インテル ® FPGA を使用する Veridify
の Bump-In-The-Wire ゲートウェイ・プラットフォームによって、 プロ
トコルの互換性を保持しながら既存の配線にセキュリティー ・ゲートウェ
イを追加します。1 完全な置き換えに比べてコスト効率の高いソリュー
ションです。

ソリューションの柔軟性
ビルのインフラのセキュリティー保護には、さまざまなレベルでの柔軟
性が必要です。

•  ハードウェアの柔軟性：どのようなビルにもさまざまなベンダーの多
種多様なデバイスがあり、すべてを安全に統合しなければなりません。
Veridify Security ツールは、 ハードウェアやプラットフォームに依
存せず、 ソフトウェアまたはハードウェアに実装することで、 マルチ
ベンダーの相互運用を可能にします。 極めて小さな IoT デバイスでも
機能し、設置済みのプロセッサーやマイクロコントローラーに実装す
る場合、必要な ROM 容量はわずか 8K です。

•  プロトコルの柔軟性 ： Veridify のセキュリティー ・ ソリューション
は、プロトコルに依存しません。 現在、過去、将来のビル・オートメー
ション・プロトコルを横断して機能し、 これには BACnet、 Modbus、
KNX などの産業用プロトコルのほか、MS/TP、IP などの階層型プロ
トコルも含まれます。

•  暗号俊敏性：所有者は鍵とファームウェアの両方についてインフィー
ルドでセキュリティー更新プログラムをデバイスにプッシュ配信でき
ます。 管理対象のデバイスは、更新を検証 / 適用して、フィールドでの
セキュリティーを最新状態に維持します。 また、レガシー ・アルゴリズ
ムでも、将来に対応可能な耐量子コンピューター ・レベルのアルゴリ
ズムでも、 1 つまたは複数のセキュリティー方式を適用できます。 こ
れは耐用年数が長期にわたるインフラにとって重要です。

•  拡張性：デバイスが多数のビルに分散していても、世界中に分散して
いても、 Veridify のオンボーディングと管理運用は数百万台規模の
デバイスに拡張できます。

ソリューションの技術的アーキテクチャー

Device Ownership Management and Enrollment*（DOME*）

DOME* は、 産業用ビルや構内のあらゆるコネクテッド・デバイスでセ
キュリティーを確保し、 「サイバー ・セキュリティー境界」 を確立して、そ
の内側にあるすべてのデバイスとプロセッサーの信頼性および安全性
を維持します。

図 1. セキュアな所有権の移譲

所有権の移譲と所有者の通信のための
インターネット接続

メーカー / OEM

経路証明の発行 所有権の移譲
デバイスの管理に
クラウドは不要

所有者による
セキュアなプロビジョニング

ビル ・ オートメーション請負業者 / SI ビル / 工場の所有者

所有権ブロックチェーン

サプライチェーン サプライチェーン

所有権ブロックチェーン

所有権の経路

物理的な経路

1  Bump-In-The-Wire セキュリティー ・ゲートウェイを使用する場合、実装に短いケーブルの追加が必要になる場合があります。
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これはまず、ビル内で使用するすべてのデバイスに対して、設置前の準
備からデバイスの廃止、撤去まで、ライフサイクル全体にわたるブロッ
クチェーンの経路証明を行うことから始まります（図 1 を参照）。

サプライチェーンのブロックチェーン化

DOME* の実装ではまず、 DOME* Client ソフトウェア・ライブラリー
と、デバイスの元の所有者（メーカーなど） と共有する公開鍵の証明書
を使用して、デバイスをプロビジョニングします。 このステップによって、
デバイスをクラウドや中央サーバーに接続することなく、 フィールドで
所有権管理と認証プロセスに加えることができ、 メーカーから証明書
が発行されるため、デバイスの照合や相互認証をどこでも実行できます。
DOME* Client はソフトウェアで実装され、必要な ROM 容量はわずか
12K バイトです。 各デバイスの証明書は「ブロック」 に署名され、デバイ
スごとに個別の経路証明がブロックチェーンに埋め込まれます。 このフ
レームワークによって、所有者はクラウドとネットワークに常時接続す
ることなく所有権を証明することができ、 デバイスレベルでのセキュリ
ティー管理が可能になります。

この DOME* Client 内のルート証明書は、ユーザー ・アプリケーション
向けの第 2 暗号鍵の安全な配信と、インフィールドでのユーザー ・アプ
リケーションのプロビジョニングやファームウェア更新にも対応します。
証明書は所有権の移譲ごとにデバイスのブロックチェーンで署名され、
サプライチェーンや所有権移譲プロセスの完了までデバイスの物理的
な移動を追跡します。

ゼロタッチのプロビジョニング

プラットフォームは、 インストール前にデバイス所有権の経路証明を
確認します。 デバイスはインストール中に認証され、DOME* Interface 
Appliance（DIA） によってフィールドでのプロビジョニングが完了す
ると、 ビルのオートメーション・コントローラーまたはシステム・コン
トローラーに引き渡され、意図した日常機能の安全な実行に移ります。
DOME* セキュリティーが搭載されていないデバイス （ほかから購入し
たデバイスや既存デバイスなど） は、 Veridify の Bump-In-The-Wire
（BITW）セキュリティーの後段に配置できます（図 2 を参照）。
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図 2. プロビジョニング

サイバー ・セキュリティー境界の配置

DOME* Interface Appliance は、 ビルのエコシステム内に登録のあ
るすべてのデバイスと、 そのデバイスと相互にやり取りするビルのコン
トローラーに対して、照合、認証、暗号化接続を保持します。 Interface 
Appliance では、デバイスの状態を監視するとともに、安全なファーム
ウェア更新パッケージの配信と、 ビル固有の設定変更といった追加の
プロビジョニングを行うことができます。 また、ビルの中央管理システ
ムと通信して、デバイスのインベントリー、デバイスの状態、偽装 / 不正
コマンドの形態によるサイバー攻撃の形跡、ユーザーに関するレポート
を出力することも可能です。

ビル・オートメーション・ネットワークへの物理的なアクセスを手にし
た攻撃者は、 十分なセキュリティー対策が取られていないデバイス経
由でネットワークへの侵入ポイントを悪用し、 セキュリティー保護した
ビル・ネットワークを構成するコンポーネントに対し攻撃を仕掛けて
きます。 こうして攻撃者はネットワーク・トラフィックを傍受して有益な
データを取得しようとしたり、データを取得、改変、実行してセンサー測
定値の改ざんやアクチュエーターへのコマンド発行を行ったりするな
ど、悪意のある行動を実行しようとします。 さらに、コネクテッド・デバイ
スを制御して DDOS 攻撃を開始したり、ビル所有者の IT インフラにア
クセスしようとするかもしれません。 セキュリティー対策なしにネット
ワークに接続された非認定デバイスから攻撃が広まることもあります。
DOME* でネットワークのセキュリティーを保護すれば、 認証されてい
ないデバイスや不正なアクセスを検出してブロックすることができます
（図 3 を参照）。
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• 事前に通信することなく、 オープンチャネルを介して二者間で
セキュアなチャネルを立ち上げることが可能な鍵共有プロトコル

• ECC と比較して最大 40倍高速

Walnut Digital Signature Algorithm*
• デジタルデータの整合性とソース認証を迅速に検証

• ECC と比較して最大 90倍高速

図 3. セキュリティーの導入

ライフサイクル全体にわたるセキュリティーの維持

暗号俊敏性は、 長期間にわたってセキュリティー ・プラットフォームに
影響する重要な検討事項です。 安全なリモート更新にとどまらず、ビル・
オートメーション・インフラストラクチャーの耐用期間全体を通じて、
基盤となるセキュリティー ・アルゴリズムを見直す必要もあります。

これには、 ECDH/ECDSA など現行の標準的な手法だけでなく、 将来
的な耐量子レベルのアルゴリズムへの対応も不可欠です。 Veridify で
は耐量子コンピューター ・レベルのプロトコルをサポートしています。
適切なセキュリティー措置として、今後数年のうちに普及すると予測さ
れる「次世代」 の暗号化プリミティブがすでに導入されており、サイバー
環境が進化しても、それが障壁や脆弱性となることはありません。
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まとめ
Veridify Security とインテルのテクノロジーによって、1 棟のビルでも
複数のビルからなる構内でも、セキュリティーをシームレスかつ安全に
保護することができます。 デバイスのサイズやオペレーティング・シス
テムを問わず、 安全で信頼できる環境の構築に必要なセキュリティー
を備えて、 あらゆるデバイスで認証、 制御、 移譲、 廃棄の管理が可能に
なります。

製造から廃棄、センサーからサーバーまで、巧妙化するサイバー脅威に
対抗できるよう、スマートビルに「サイバー ・セキュリティー境界」 を確
立します。

詳細情報
次のリソースも役に立ちます。

•  パートナー企業：
  https://www.veridify.com/（英語）

•  ソリューション製品：
  https://www.veridify.com/dome/（英語）、https://www.veridify.

com/bitw/（英語）

•  ホワイトペーパー ： 「The Next Security Frontier: Taking the 
Mystery out of the Supply Chain」

  https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/
documents/white-papers/next-security-frontier-intel-and-
goldman-sachs.pdf（英語）

https://www.veridify.com/
https://www.veridify.com/dome/
https://www.veridify.com/bitw/
https://www.veridify.com/bitw/
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/next-security-frontier-intel-and-goldman-sachs.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/next-security-frontier-intel-and-goldman-sachs.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/next-security-frontier-intel-and-goldman-sachs.pdf
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